
　ソグド商人がシルクロードで活躍したソグディアナの中心地･古代サマルカンド
は、『光輝く地』と謳われ、紀元前4世紀に訪れたアレキサンダー大王がその美し
さで驚嘆した町でしたが、12世紀のモンゴルの侵入により完全に破壊し尽くさ
れました（現アフラシャブの丘）。この地を以前よりも増して美しい都に再建した
のが14世紀のティムールです。大帝国に相応しい世界一の首都にするため、イ
スラム世界やシルクロードの各地から、建築家や芸術家を集め、『イスラム世界
の宝石』と呼ばれる美しい都を築いたのです。その特徴は『サマルカンドブルー』
と呼ばれる美しい青タイルの建築群で、その素晴らしさは、15世紀の詩人に「も
し空が真似をしなかったなら、他に比べるべきものはない」と詠まれました。

■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食9回・昼食9回・夕食10回 
■千歳空港使用料／￥1,030（別途必要）
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
■旅券残存期間／6ヶ月以上、余白3ページ要
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金：￥175,000
（国際線区間のみ／座席数に限りがございま
すので、お早めにお問い合わせください）
※東京・大阪・中部・福岡発着：千歳発着と同一料金
※ウズベキスタン入国のための査証が免除となり
ました（2018年12月現在）。

ご旅行条件ご旅行条件

■タシケント／インターコンチネンタル、マル
カジ、シティ・パレス、グランドプラザ、ラマ
ダ・タシケント

■ヒワ／ホラズム、アジア、マリカ、ローラ
■ブハラ／ブハラ・パレス、オマールカヤーム、
アジア・ブハラ、ミノラ・イ・カロン

■サマルカンド／アフラシャブ・パレス、アジア、
レギスタン・プラザ、エミール・ハーン

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

※右記の時間は、すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スがお受けになられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。

［注］小型車に分乗しての峠越えとなる場合がございます。

レギスタン広場（サマルカンド）

カラクム砂漠

パミール高原

キジルクム砂漠

　ブハラは、サマルカンドと並んでザラフシャン川下流に栄えたソグディアナの
二大オアシス都市のひとつです。町の名前は、サンスクリット語の僧院（ヴィ
ハーラ）に由来します。
　ソグド人が活躍した隋唐時代には安国の名で中国にも知れ渡っていました。
ティムール帝国以後、19世紀半ばまでブハラ汗国の王城として栄え、インド、中
国、ロシアへの交易路が交わる隊商の拠点として発展しました。ソ連時代も唯
一のイスラム都市として独自の価値を示し、アジア随一のユダヤ人コミュニ
ティが存在したシルクロード都市らしい特徴を有しています。青いタイルで装飾
された神学校やモスク、古い佇まいのバザールやチャイハナ。町全体が博物館
のようです。
　旧市街の散策は、シルクロードの旅人のように‥‥チャイハナでいただく
チャイ（お茶）がブハラの最高のお土産です。

★青の都･サマルカンドでは､気球に乗って上空から美しい青いドー
ムの数々をご覧いただきます。
★気候的にもシルクロードのベストシーズンに、3都市連泊のゆとり
の日程でご案内いたします。
★『ホラズムの真珠』シルクロードのオアシス都市の面影を色濃く
残す、世界遺産の城郭の町･ヒワに連泊します。
★キジルクム砂漠に点在する古代ホラズム国のカラ（都城）巡りへ
ご案内します。ゾロアスター教神殿跡などかつての栄華が偲ばれ
ます。
★世界遺産のブハラにも連泊です。かつてキャラバン（隊商隊）が行
き来した時代の町並みが、そのまま今も人々の生活に利用されて
いる生きたシルクロードの町をゆったり歩きながらお楽しみくだ
さい。伝統音楽・シャシュマコムも鑑賞いたします。
★3連泊する『青の都』サマルカンドでは、装飾タイルと真っ青な
ドームの美しいイスラム建築の数々をご覧いただくのみならず、
古代サマルカンド（アフラシャブの丘）で発掘された「ソグド人の
壁画」もご覧いただきます。
★ブハラのタキ・バザールやスザニが有名なウルグットのバザール、
サマルカンドのショブバザール、そして中央アジア最大のチョル
スーバザールもご案内します。
★アシアナ航空ご利用で、スターアライアンス、全日空のマイルが
貯まります。

　全長２２００メートルの城壁に囲まれたヒワの
町は、かつて「太陽の国」ホラズム国の都として
繁栄しました。旧市街は、外敵の侵入を防ぐ２重
の城壁で守られていて、イチャン・カラと呼ばれ
る内城には、今も当時を偲ばせる建物が昔のま
まに残っています。全体が土色の煉瓦で造られ
た町に、青いタイルで飾られた未完成の塔「カ
ルタ・ミナール」が映えるヒワの町は、町全体が
まるで歴史博物館のようで、ユネスコの世界遺
産に登録されています。イチャン・カラに一歩足
を踏み入れると、隊商時代のオアシス都市にタ
イムスリップしてきたかのようです。古宮殿クフ
ナ・アルクの展望台から眺める町並みも是非お
楽しみください。

ウルゲンチ
アヤズカラ

ヒワ(2泊)

ブハラ(2泊)

タシケント
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サマルカンド(3泊)

シャフリサブス

未完成のミナレット（ヒワ）

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス　ご自宅～空港

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

■午後、千歳空港より、アシアナ航空にてソウルで乗継ぎ、ウズベキスタン
の首都・タシケントへ［13:00発／20:50着］。
─

■朝、航空機にて、ホラズムの中心地・ウルゲンチへ。
■着後、西トルキスタンで最もシルクロード都市の面影を残し『中央アジア
の真珠』と呼ばれる、城壁の中に展開する要塞オアシス都市・ヒワ（ 世界遺
産イチャン・カラ ）をゆっくりとご案内します。
　☆『未完成のミナレット』カルタ・ミナール
　☆タシュハウリ宮殿（ハーレム）　☆古宮殿・クフナアルク
　☆イスラム・ホジャのミナレットとジュマ・モスク
■昼食は､ホレズム料理のウン・オシ（スープ）やトゥフム・バラク（パスタ）を
ご賞味ください。

『ホラズムの真珠』ヒワに連泊 です。
─

■終日、ウルゲンチ北東のキジルクム砂漠に点在するカラ（都城）跡を巡り
ます（トプラク・カラ、キジル・カラ、アヤズ・カラ）。キジルクム砂漠には、未
発掘のものも含め、1000を超える『古代ホラズム国の遺跡群』が残され
ているといわれています。
─

■専用バスにて、乾燥した大地・キジルクム砂漠（赤い砂漠）を走り、唐代の
「安国」で、サマーン朝やブハラ汗国の都・ブハラへ向かいます。
■途中、アムダリア川に立寄ります。
■夕食時､ブハラの伝統音楽 世界無形遺産シャシュマコム を鑑賞いたしま
す。

『シルクロードの秘密国』ブハラに連泊 です。
─

■終日、 世界遺産ブハラ市内観光 。
　☆『死の塔』カリヤンミナレットとウルグベクのメドレッセ
　☆リャビハウズとバラハウズ・モスク
　☆4本の塔のチェル・ミノールと丸屋根のバザール・タキ
　☆装飾の美しいイスマイル・サマニ廟　☆マゴキ・アタリ寺院
■昼食はブハラ料理の､ラムと野菜のスープ・シュルパやナフルーズ・ケバブ
です。
■途中、チャイハナでのお茶休憩もいたします。
■夜は、メドレッセで民族舞踊をお楽しみください。
─

■午前、専用バスにて、アケメネス朝終焉の地で、唐代の「史国」、ティムール
の生まれ故郷シャフリサブスへ。
■午後、 世界遺産シャフリサブス市内観光 。アクサライ門、ドルッティロヴァ
ット（瞑想の家）建築群やテムールの墓などをご案内します。アミール・ティ
ムール文明博物館も見学します。
■夕刻、漢代の「康国」で、ソグディアナの中心地、シルクロードの栄華を今に
伝えるティムール帝国の都『青の都』サマルカンドへ［注］。

『ティムールの都』サマルカンドに3連泊 いたします。

─
■午前、専用バスにて、伝統刺繍スザニが有名なウルグットのバザールを訪
れます。日曜日は最もバザールが賑わっています。
■午後、サマルカンドへ戻り、青いタイルが美しいシャーヒジンダ廟群の観
光です。
■夜は、ライトアップされたレギスタン広場にもご案内いたします。

─
■朝､バルーンツアーで上空から｢青の都｣のブルードームの数々をお楽し
みください。

■その後、 世界遺産サマルカンド市内観光 。
　☆美しいタイルで装飾されたイスラム神学校が並ぶレギスタン広場
　☆ドームが美しいティムールの墓所・グルアミール廟
　☆アフラシャブの丘にあり、「ソグド人の壁画」を展示している歴史博物館
　☆ウルグベク天文台、
■夕食は、ウズベク族の民家にて、お召し上がりください。

─
■午前、中央アジア最大のビヒハヌイムモスクとショブバザールへご案内し
ます。
■午後、高速列車アフロシャブ号にて、漢代の「石国」タシケントへ戻ります。
■着後、タシケント最古のジュマモスクを見学します。
─

■終日、タシケント市内観光
■日本人が600本の桜を植え､「さくら公園」と呼ばれる中央公園
　☆中央アジア最大のチョルスー・バザール
　☆戦後､ソ連の日本人捕虜が建設したナヴォイ劇場（外観）
　☆世界最古のコーランを展示するコーラン博物館
　☆独立広場
　☆ウズベキスタン国立歴史博物館
　☆日本人墓地
■夜、アシアナ航空にて、ソウルへ［22：20発］。
─

■午前、ソウル到着［08:55着］。
■午後、アシアナ航空にて成田へ［15:10発／17:20着］。着後、リムジン
バス［実費］にて羽田空港へ。
■夜、羽田より国内線にて千歳へ［22:30着］。千歳空港到着後、解散。

千歳
ソウル
タシケント

タシケント
ウルゲンチ
ヒワ
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［タシケント泊］×ＫＤ

［ヒワ泊］ＢＬＤ

［ヒワ泊］ＢＬＤ

［ブハラ泊］ＢＬＤ

［ブハラ泊］ＢＬＤ

［サマルカンド泊］ＢＬＤ

［サマルカンド泊］ＢＬＤ

［サマルカンド泊］ＢＬＤ

［タシケント泊］ＢＬＤ

［機中泊］ＢＬＤ

Ｋ×Ｋ

ブハラ　Bukhara

ヒワ　Khiva

空から楽しむサマルカンド　Samarkand

ツアーマップ

ツアーのポイント

4月8日（月）発～4月18日（木）着…￥368,000
￥42,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2019年

ホラズム

ソグディアナ

マルギアナ

ウズベキスタン～中央アジア・シルクロードの旅

千歳発着11日間 ㈱世界紀行サマルカンドに3連泊し、上空から青いドームの国を楽しみます。
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カザフスタン

ウズベキスタン

トルクメニスタン タジキスタン

アラル海

10 11

※校正回数の削減にご協力のほど何卒よろしくお願いいたします（8）★★★★★★★★

株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006 株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006
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